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KOBE

AICは世界53カ国のネットワークによりアフリカ・中南米・アジア・ヨーロッパ・米国での貧困（特に女性とその子ども）と闘うために13,000を超える活動が行われています。

Water, Food
and Education for Asia

AIC の発祥の地・フランスの小さな村シャティヨン

　今年の桜は例年より少し遅れての開花だったようですが、その桜もすっかり散り、新芽の緑を感じられる頃となりました。
長い冬が終わり自然と外出したくなる、一年の中でいちばん爽やかな季節ですね。今年から AIC のロゴマークがリニューア
ルされたこともあり、AIC-Japan のニュースレターのデザインも一新しました。最後まで読んでいただけると幸いです。

※１　聖ヴィンセンシオ・ア・パウロはカトリックの司祭で、聖ルイーズ・ド・マリヤックは愛徳姉妹会のシスターです。二人が出会い AIC が誕生しました。

AIC誕生400年
　３月12日〜15日に開かれた『AICインターナショナル代
表者会議』には、日本から２名が参加しました。この会議
は３年毎に開催され、世界のAICが集まります。選ばれた
何カ国かが自国での取組みをプレゼンテーションし、ワー
クショップを通して各国が理解を深め、ともに継続のため
の課題も話し合います。今年はAICが誕生した「シャティ
ヨン」というフランスの小さな村で開催されました。

　今から4 0 0年前、戦争で小さな子どもたちが目の前
で亡くなっていくという日常の中にいた聖ヴィンセンシオ
が、聖ルイーズ※1と出会い、弱い立場の人たちを救うた
めには女性の力が必要だと考え、誕生した組織がAIC
です。今年はその400年を祝うお祭りでもあり、とても貴
重な体験をしてまいりました。

AIC-International 会長・アリシアさんのスピーチ

中世の面影を残すシャティヨンの静かな街並み
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手編みの帽子が紡ぐご縁
　AIC-Japan はボランティアの方々に編んでいただい
た手編みの帽子を、愛徳姉妹会のシスター前田にお渡
ししています。そして、その帽子は「The Mission To 
Seafarers,KOBE」（神戸マリナーズセンター）を通して、
寒い海の上で働いてくださる船員さんたちに届けられます。
多くの方々の手を通して届けられる帽子は「船員さんた
ちの頭だけではなく、心を温めています」とシスター前
田はいつも笑顔で言われます。使う毛糸は一度ほどいた
ものが体に馴染んで良いそうです。
　私たちは寄付していただいた毛糸を、ボランティアの
みなさんにお届けし、素敵なデザインの帽子を編んでい
ただいています。

シスターが届けてくださった
神戸マリナーズセンターからのお手紙

＜お手紙より一部抜粋＞
東から北日本では早くから大雪や吹雪に
見舞われ、しばらくは大変なご苦労をさ
れる地域の人たちに比べると、寒いなが
らも青空が見える神戸にいることが何や
ら申し訳ない気持ちになってしまいます。
　同時に、今この瞬間、炎天の下、極寒
の果て、世界の海洋上で、厳しい天候に
左右されながら、私たちに物資を運ぶた
めに船員の方々は働いてくれていると言
う事実を忘れないようにしなければと思
います。
　今後も、みなさまからのあたたかいご
協力をいただきますよう、よろしくお願
いいたします。数多くの心のこもった帽
子をありがとうございました。

2017 年 2 月 26 日
The Mission To Seafarers,KOBE

（神戸マリナーズセンター）
Paul Tolhurst

聖餐式 / 会議の前の祈り

昼食の様子

文化交流では日本の「折り紙」が大人気でした 聖ヴィンセンシオの病院跡が私たちの宿泊施設でした　　　　　　　　　　　　　　　　

ワークショップでは各国の取組と課題を考えました

AIC のロゴが一新されました

　AIC-Japanはキリスト教カトリック
の精神※2を土台とし、祈りとともに
活動を続けています。小さな組織です
が、心のこもった確実な支援が続けら
れるよう、これからも工夫してまいり
ます。みなさまのご支援に心から感謝
申し上げます。

※ 2　私たちはキリスト教・カトリックの教えを土台とした活動を続けていますが、勧誘などの布教活動は一切行っていません。
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今年１月、手編みのボランティアのみなさん、愛徳姉妹会のシ
スター、AIC-Japan という「帽子で紡いだご縁」の食事会が実
現しました。楽しく続けてくださるボランティアのみなさんに
感謝し、これからもご縁を紡いでいきたいと思います。（北畠）

1 月 22 日ランチ会 in 御影シスター前田と船員さん達

プレダ・センター「男の子の家」の様子

プレダ・センター「女の子の家」の様子

屈託のない笑顔の子どもたち

　今年の２月にカトリック大阪大司教区社会活動セン
ター・シナピス後援の「スタディ・ツアー in フィリピン」
に参加しました。行った場所は、
・子どもたちをサポートしている社会活動センター（プレダ）
・先住民アエタ族の村
・ハンセン氏病療養所のあるタラ村
・戦争の爪痕が残っている場所
などです。限られた紙面ではお伝えしきれない体験をして
きました。その中でも今回は、子どもたちを支援している
プレダ・センターについて少しご報告いたします。
　プレダ・センターは、現在「女の子の家」と「男の子の
家」を中心に活動しています。女の子は主に性的虐待を受
けた子ども達。男の子はあまり調べることなく刑務所にい
れられたり、施設で不法な扱いを受けている子ども達です。
このような子どもを救出し、保護した後、生活のルールや
基礎教育を行い、最終的には子どもたちが自立して生きて
いけるようになることをを目指しています。
　私たちはセンターの子どもたちと一緒にゲームをして遊
びましたが、私の目には普通の子どもたちと変わりなく、

京 極 千 穂

屈託なくゲームを楽しんでいるように見えました。普段つ
ながりのない人達と出会い、自分の知らなかったことに気
付かされ、貴重な体験をすることができました。5 月 3 日
AIC-Japan が主催する「フィリピン・フィェスタ」で今回
のツアーのお話をさせていただきます。関心のある方は、
ぜひいらしてください。（お知らせをご覧ください）

C h i h o  K y o g o k u

フィリピン・スタディツアー
に参加して
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支援のご報告

インドの里親のみなさまへ

　昨年、インドの子ども達からのクリスマスカード
が迷子になり、里親のみなさまにお届けすることが
できませんでした。AIC-Japan といたしましては、
郵便局へも問い合わせ、できる限りの調査をしまし
たが、残念ながらお届けすることができず、大変申
し訳なく思っております。
　先日、新年度を迎えたインドから、子ども達の写
真が送られてきました。皆、元気に学校へ通ってい
るようです。今年のクリスマスは、インドの子ども
たちのカードも必ずお届けできますように・・。

皆さまからいただいた支援金は、上記の通り使わせていただきました。
ありがとうございました！今後ともあたたかいご支援をよろしくお願い申し上げます。
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会計報告 平成28年度

※②経費の一部は、会員の寄付も含みます。
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活動報告

昨年はたくさんのバザーに出店しました！

AIC-Japan 主催 講演会を開催しました !
子どもの問題 〜貧困・虐待〜

バザーを通じて、たくさんの方々と楽しく活動させていただけ
ることに感謝です。みなさまお一人おひとりのご協力のおか
げです。本当にありがとうございました。
本年度もよろしくお願いいたします。（小川）

　AIC 主催の講演会を開催し、現在の日本の子どもの虐待に
ついてお話していただきました。予想以上にたくさんの方に
お越しいただき、皆さまの関心の高さを感じました。AIC-
Japan はアジアの貧困地域の子どもたちが教育を受けられる
ようにと、長年支援を続けてまいりましたが、これからは日
本の子どもたちへの支援も考えていきたいと思います。

笑顔の子どもたちが一人でも増えることを願い、私たちにで
きることをこれからも続けていきます。ご参加くださったみ
なさま、ありがとうございました！（北畠）

アンケートを一部紹介いたします。

•	 虐待は親も子も不幸なゴールを迎えます。その実態に心が
痛みます。それぞれにどう支援の手を差し伸べればよいか
示唆に富んだお話をありがとうございます。(50 代・女性 )

平成 27 年 2 日 5 日（日）14 時〜
カトリック垂水教会
講師：甲南女子大学　稲垣由子先生

昨年度のバザーの収益は以下の通りです。
•	 AIC-Japan 主催（3/6）
•	 明石教会 (5/29) 
•	 垂水教会 (10/30) 
•	 聖マリアの園幼稚園コスモス祭 (11/3) 
•	 北須磨教会 (11/13) 
•	 桃山台ふれまち (11/27) 

30,510 円
17,313 円
52,500 円
46,730 円
16,800 円
21,115 円

合計 184,968 円

次回は
5 月 28 日（日）明石教会のバザーに出店します。
遊びに来てください！

•	 知らないことばかりでした。勉強させていただきました。
有難うございました。(60 代・男性 )

•	 保育士のパートとして仕事；をしているので、本日のお話は
大変参考になりました。日々どんなに長時間保育をしていて
もやはり家庭での母子の愛着が子どもの育ちに大きく影響す
ると感じています。先生のお話を心に留めて保護者や子供た
ちのフォローをしていきたいと思います。(50 代・女性 )

•	 とても参考になりました。「子供食堂」のことも考えていま
したので、できることからしたいと思います。(60 代・女性 )

•	 ＤＶを受けている母親、子どもの時虐待を受けていた方と関
わっています。今のお話を参考にさせて頂き、これからもか
かわりを持って行こうと思います。ありがとうございました。
(40 代・女性 )

•	 もっともっと聞きたい。虐待の子供たちといっしょに向き
合っていらっしゃることが伝わってきて励みになりました。
(70 代・女性 )

たくさんのボランティアの方がお手伝いにきてくれました。

たくさんの方にお越しいただき、満席になりました。

昨年度は「フィリピンはるまき」が大人気でした！
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お知らせ

フィリピン・フィェスタ mabUhay！

第５回 AIC-Japan チャリティコンサート

　AIC-Japan はフィリピンのスラム街に住む子供たちを学校
に通わせるための支援を初めて 18 年。昨年フィリピンの里
子に会いに行ったメンバーや、フィリピン・スタディーツアー
に参加したメンバーの話もあります。ゴールデンウィークに
ぜひ遊びに来てください！

今年も多彩な演目を企画中です。お楽しみに！

ランチは数に限りがございますので、ご予約がおすすめです！
ランチのご予約は直接「Sala」まで！
イベントに対するお問い合わせは AIC-Japan（080-6134-7684/
aicjapanstvincent@yahoo.co.jp）まで。

平成 27年 5日 3日（祝）10時〜
神戸アジアン食堂バル「Sala」
神戸市中央区元町通 2-3-16 食味館 1 階（神戸南京町・中央広場から西へ２筋目を右）

平成 27年８日５日（土）14時〜
神戸長田ピフレホール
神戸市長田区若松町 4 丁目 2-15　ピフレ新長田 3 階（JR 新長田下車・南側すぐ）

Pilipinas Fiesta Pilipinas Fiesta 
mabUhaymabUhay

バンブーダンスショー！

11:00

10:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

ランチタイム 販売

[Sala] ディナータイム！

お話
「スタディ・ツアー in フィリピンに参加して」

スライドショー [ フィリピンの光と影 ]

フィリピン雑貨
フィリピンスイーツ

フィリピン人の
マリアさんが作る
フィリピン料理！

Water, Food and
Education for Asia

mabUhay

tel.078-599-9624

支援のお願い

お問い合わせ・お申込み先

お支払い方法
下記の方法よりお選びください。銀行の場合は、毎月の引落とし
が可能です。各銀行の窓口で簡単に手続きができますので、ぜひ
ご利用ください。

会員となってご支援していただくことで、安定した支援活動を計
画することができます。活動継続のためには、皆さまのご協力が
必要です。あたたかいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

特定非営利活動法人 AIC-Japan 事務局
[ Tel ]  080-6134-7684
[URL]  https://www.aic-japan.org/
ホームページからも申し込みができます。

※毎月の引落しを希望される方は、銀行窓口でお手続きください。
※手数料はご負担願います。
　（ゆうちょ銀行間は、月３回まで手数料が無料です）
※銀行をご利用される方は、事務局までご連絡ください。

郵便振替口座　00950-4-158176
特定非営利活動法人 AIC-Japan
※郵便局の振込用紙にて送金。手数料はご負担願います。

※正会員費は活動費として、賛助会員費の 20％は支援準備金と支援に必要
　な経費（事務費・通信費など）に使わせていただきます。

・ゆうちょ銀行　四三八支店　普通 0199849
・三井住友銀行　明石支店　普通 6738439
・みなと銀行　　舞子支店　普通 4042732

特定非営利活動法人 AIC-Japan

会費の種類

・個人会費　　1 口　月    500 円（年   6,000 円）
・里親会費　　1 口　月 1,500 円（年 18,000 円）
・特別会費　　1 口　月 5,000 円（年 60,000 円）

[ 賛助会員 : 活動内容に賛同し、支援してくださる会員 ]

・正会員費             　 月 1,000 円 （年 12,000 円）
[ 正会員 : 活動に参加することを目的とする会員 ]

[ 郵便振込の場合 ]

[ 銀行の場合 ]
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会員のみなさま

里親さん募集中です！

順不同・敬称略

里親会費　1口　月 1,500 円（年額 18,000 円）

AIC-Japan では、月 1,500 円でフィリピン、インドの子ども
たちを学校へ行かせるための支援ができます。継続するため
には里親になってくださる方が必要です。あたたかいご支援
をどうぞよろしくお願いいたします。

NPO AIC-Japan 事務局
〒 655-0046 神戸市垂水区舞子台 8-20-1
聖ヴィンセンシオ・ア・パウロの愛徳姉妹会内
Tel. 080-6134-7684    E-mail  aicjapanstvincent@yahoo.co.jp
http://aic-japan.org　　　　　

AIC-Japan 和歌山
〒 641-0044　和歌山市今福 3-5-21　Tel. 073-451-6460

AIC-Japan は皆様のご支援で成り立っています。小さな組織ですが自分たちにできることに目を向け、これからも活動を続けてまいります。


